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　5月24日、商工会の第19回通常総代会を東かがわ
市交流プラザで開催し、令和3年度事業報告・収支決
算、令和4年度事業計画・収支予算等について審議し、
いずれも原案のとおり承認可決されました。
　令和4年度重点事業計画としては、「事業計画策定・
デジタル化の支援強化」を念頭に置き、会員への加入
メリットの向上を図りながら、
　①支援強化に向けた巡回訪問の徹底として、会員
　　ニーズの把握を目的に全職員による全会員事業
　所訪問実施、提案型巡回訪問の強化、個別ニーズ
　にあった伴走型経営支援の実施、補助金・助成金
　制度等の紹介・活用による支援、事業継続支援、
　デジタル化支援の実施
　②会員増強運動の実施等による組織の強化、加入メ
　リット・会員サービスの向上による脱会者の歯止め
　③安定した自己財源の確保、事務の効率化と経費の
　合理的執行による運営体質の強化

　④研修会等への参加による職員の意識改革及び資
　質向上
を重点事業として取り組むこととしました。
　また、令和2年3月に第2期目の認定を受けた「経営
発達支援計画」に沿った経営支援及び創業、事業承継
支援の実施、小規模事業者による地域資源、観光資
源、経営資源を活用した販路開拓・販路拡大支援など
を実施し、より一層の地域振興に取り組むことといた
しました。
　さらに、一昨年度、香川県より認定を受けた「事業継
続力強化支援計画」に沿って地区内事業者の防災・減
災に対する問題意識の高揚と事業者BCP・事業継続
力強化計画の策定支援を行ってまいります。
　また、本総代会において本田会長が退任し、林副会
長が新会長へ、板野理事が副会長へ就任いたしました。
　具体的事業については、次ページに掲載しています。

　5月24日開催の第19回通常総代会において、経営改善普及事業への功労があったとして、全国商工会連合会
長表彰、香川県商工会連合会長表彰及び会員事業所における永年勤続従業員に対する感謝状の受賞者報告があ
りました。例年ならば、総代会会場にて授賞式を行いますが、本年も新型コロナウイルス感染症対策として総代
会を簡略化したため報告に留め、後日、該当者に表彰状と記念品を授与いたしました。

　6月13日（月）、東かがわ市と東かがわ市商工会と一般社団法人ウェブ解析士協会は相互に連携し、ウェブ
解析等を通じ、東かがわ市内の中小企業等のデジタルマーケティングに必要な施策の推進を図り、労働生産
性向上を目的とするデジタル化サポートによる業務改革、
新しい価値づくり支援を目的とし、連携協定を締結
いたしました。

第19回 通常総代会を開催

会長就任のごあいさつ

通常総代会にて功労者を表彰

【全国商工会連合会長表彰】
役員功労者　水口　正年（理事）
　　　　　　
【香川県商工会連合会長表彰】

（敬称略、順不同）

氏　名
川﨑　慶治
三井　崇裕
中津川　粹
三好　章人

大字建設（株）
（株）トーコー
帝國製薬（株）
帝國製薬（株）

磯淵　礼子
笹田　幹人
松井　康貴

（株）スワニー
常磐染工（株）
（株）FUJIDAN

事業所名 氏　名 事業所名
【永年勤続従業員表彰】

役員功労者　吉田 　勤（理事）
　　　　　　板野 　司（理事）
　　　　　　若松 高美（理事）
青年部功労者　阿部　良一（副部長）
事務局長　大石 明彦（東かがわ市商工会）

～事業者のＩＣＴに関する課題を解決するために～

一般社団法人ウェブ解析士協会東かがわ市商工会東かがわ市

　本年度、東かがわ市商工会
の新会長に就任いたしました
ルボア（株）林周二です。
　東かがわ市内で皮革製財布
メーカーを生業としています。
会社は、６１年前の１９６１年に
地場産業の手袋メーカーから
出発しています。
　令和４年度の商工会の活動に
つきましては、従来のきめ細やかな伴走型支援に加え、
新型コロナウイルスに負けない経営支援の重点事業計
画を目指して、「事業計画策定・デジタル化の支援強化」
をスローガンに掲げます。
　コロナウイルス感染症の拡大、ウクライナ危機、合
わせて急激な円安での物価上昇と商工事業者は、３
重の苦しみに喘いでいます。コロナ禍で行動が制限さ
れたここ数年間で、個人、企業間のつながり方に、劇的
な変化が表れています。ZOOMを代表するオンライ

ン会議、SNSを介した情報発信等、目まぐるしくデジ
タルの世界は進歩しています。
　厳しい環境下で、会員企業の事業継続の為、可能な
限り東かがわ市、香川県、国の補助金等の支援を受け
やすくするために「事業計画策定」を推進し、同時に
「デジタル化」を推し進めていきます。まずは、事業計
画を策定して、ホームページを作成し、SNSを利用し
て、情報発信をしましょう。
　手前みそになりますが、東かがわ市商工会の詳細に
つきましては、今年１月２２日にリニューアルしました
商工会のホームページをご覧ください。パソコンでも
携帯でもストレスなくアクセスでき、大変見やすいホ
ームページとなっております。商工会の経営サポート、
入会の案内、新着情報、役員、職員の紹介、会費等、詳
細まで網羅されています。是非ご活用ください。
　最後に、東かがわ市商工会が、市内商工業事業者皆様
の発展に貢献できることをお約束いたします。今後とも、
皆様のご協力とご支援を宜しくお願い申し上げます。

受 賞 者 紹 介

【中小企業等ＩＣＴ支援に関する連携協定書について

連携協定事項
（1）中小企業のデジタル化推進サポートに関すること
（2）デジタルデバイスを利用した商工振興及び観光振興
　　に関すること
（3）デジタル化推進の情報提供に関すること
（4）その他中小企業等のＩＣＴ推進、業務改革のために
　　必要と認められること
　　→ウェブ解析士協会がアドバイザーの立ち位置として
　　支援・連携いたします
実施概要
毎月第1・3金曜日の次の各①～⑤コマでＩＣＴ分野に関する相談を受付します
①10～11時、②11～ 12時、③13～ 14時、④14～ 15時、⑤15～ 16時
相談前に、申込フォームから以下の5つの入力補助をお願いします
①日時、②事業所・氏名、③連絡先、④相談内容、⑤対面（庁舎内）、またはオンライン
（ZOOM）
申込フォーム： https://www.supportdx.net/higashikagawa 

林 周二新会長
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Ⅳ.

事業継続力強化支援計画における経営支援

事前の対策
（1）小規模事業者に対する災害リスクの周知
（2）「事業者BCP（事業継続計画）」の策定及び「事業継続力強化計画」の策定支援
（3）地区内事業者の事業者BCPの策定・取組状況の確認、策定後の見直し等の支援
災害発災後の対策・・・地区内事業者の被害状況の確認と報告
応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援
（1）相談窓口の開設
（2）応急時に有効な被災事業者施策（国、県、市等の施策）の地区内小規模事業者等への周知
地区内小規模事業者に対する復興支援
（1）被災事業者施策の情報収集と国・県と連携した被災事業者に対しての支援
（2）「罹災証明書」についての周知
（3）相談窓口における専門家・保険等の担当者派遣による支援

Ⅰ.

Ⅱ.
Ⅲ.
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Ⅳ.
Ⅴ.
Ⅵ.

地域振興事業
東かがわ市商工会商品券事業
• 東かがわ市商工会では、地域循環型の活性化のため地域商品券「ありがとう券」を発行しています。
あいらぶ東かがわ大物産展の開催
• 東かがわ市の地場産品をPRし、地場産業の振興を図るイベント。
• 手袋やバッグなどの地場産品の販売やご当地グルメが楽しめます。
詳細は、開催前に配布されるチラシでご確認ください。
今年の開催予定日：11月13日（日）9時～15時　
場所：とらまる公園
※上記日程は、現況において開催予定としており、開催する場合、新型コロナ
　ウイルス感染症対策として例年より規模を縮小して開催する予定です。
市民講座の開催
• 県内外で活躍されている方を講師としてお招きし、講演会を開催します。
手袋を題材とした年賀状デザイン募集事業
商工会の会員、家族、従業員等の健康診断事業
建議、陳情、請願、意見の具申
昨年度、以下の要望書等を提出し、地域経済振興のための活動を行いました。
①新型コロナウイルス感染症に対する市民応援・中小零細事業者支援による
　要望書
②中小企業者への労働力確保対策についての要望書

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ.
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主な支援計画内容

物産展

市民講座

令 和 4 年 度の 商 工 会 事 業

経営改善普及事業（抜粋）

【商工会は行きます　聞きます　提案します】

Ⅳ.Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ.

経営支援
〇会員の経営課題やニーズにきめ細かく対応します
（1）経営指導員による各種相談（創業、事業承継を含む）
（2）専門家派遣制度の紹介・支援
（3）各種補助金、助成金の紹介・書類作成支援
（4）講習会・研修会の開催

金融支援
（1）商工会会員限定の無担保・無保証人で事業資金融資
　（小規模事業者経営改善貸付）の推薦【推薦には一定条件あり】
（2）日本政策金融公庫などの融資制度の紹介・斡旋

経理・税務支援
（1）個人事業者の記帳・申告業務、税務に関する書類作成などを支援
（2）決算や所得税・消費税の申告に係る相談

1

経営発達支援計画に沿った経営支援2

労務支援
（1）商工会に労働保険の事務委託をすると、

労働保険の事務処理（雇用保険の届出、
労働保険料の申告納付）などを代行します。

（2）従業員の採用から退職、福利厚生などの
労務問題の相談

主な支援計画内容

地域の経済動向調査
（1）各種調査情報の収集と経営分析への活用
（2）管内の企業景況調査の実施（会員100社）
（3）テーマ別実態調査の実施による小規模事業者の経営課題の把握と対応策の検討

経営状況の分析
（1）支援ツールを活用した経営状況の分析により事業者の課題抽出を行い、今後の事業の方向性及び

事業計画策定への支援につなげる

事業計画の策定・策定後の実施支援
（1）持続的発展を図ろうとする事業者や創業予定者及び事業承継による第二創業予定者に対し事業者

中心の事業計画策定支援を行う（事業計画策定セミナー、事業承継支援セミナー）
（2）計画を策定した事業者に対し定期的な巡回による進捗確認と改善へのフォローアップを行い、目標

達成に向けた伴走型支援を行う。

需要動向調査
（1）イベント出展等によるアンケート調査や商品サービスのニーズ調査から事業計画策定における販売

計画・商品改良のデータとしての活用による売上拡大への支援

新たな需要開拓に寄与する事業
（1）販路開拓における展示会等の出展支援
（2）出展予定者を対象にした「ワークショップ」の開催と商談ツールの作成支援

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ.

Ⅳ.

Ⅴ.

解体工事・古紙・鉄
　廃棄物リサイクルの
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Ⅳ.

事業継続力強化支援計画における経営支援
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Ⅰ.

Ⅱ.
Ⅲ.

3

Ⅳ.
Ⅴ.
Ⅵ.
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　商工会女性部（部長　原　悦子）の第19回通常総会を
4月28日、新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、
商工会2階ホールにて開催しました。
　令和3年度事業報告・収支決算、令和4年度事業計画・
収支予算、役員欠員に伴う補充選任等について審議が
行なわれ、いずれも原案のとおり承認可決されました。
　令和4年度事業計画については、部員の資質向上に努めるとともに、社会貢献活動としてプルタブ・エコ
キャップの回収、交通事故防止を目的とした「交通安全キャンペーン」の実施、部員を対象とした乳がん検診
の実施、新型コロナウイルスの感染状況をみながら各種イベントなど地域振興事業への参画を決議しました。

商工会各委員会、第1回理事会を開催商工会各委員会、第1回理事会を開催

総合振興委員会 組織財政委員会

青年部総会

第1回理事会

女性部総会

令和4年度第１回各委員会の開催日と事業計画等
委員会名

総合振興委員会 子ども力もち運搬競技大会、あいらぶ東かがわ大物産展
市民講座開催

会報発行、市行政との懇談会開催、会員加入促進・共済推進事業
手袋題材年賀状デザイン募集、講習会開催

各種商業団体等への助成、講習会開催

東かがわ市商工会商品券（ありがとう券）の販売状況について

商業振興委員会

工業振興委員会
組織財政委員会

商品券発行事業
運営委員会

第1回開催日

令和4.4.11

令和4.4.13

令和4.4.13

令和4.4. 8
令和4.4.12

事業項目（計画）等【抜粋】

　商工会内で組織・構成されている4つの常設委員会と1つの運営委員会を4月上旬から中旬にかけて
開催いたしました。
　年度当初の委員会は、それぞれの委員会の新年度の事業計画および予算案を協議・決定し、第1回の
理事会に上程するために開催しています。

商工会青年部（部長　三谷保人）の第19回通常総会を、新型コロナウイ
ルス感染症対策を行った上で4月13日、プレッソ古川にて開催しました。
　令和3年度事業報告・収支決算、令和4年度事業計画・収支予算、役員欠
員に伴う補充選任等について審議が行なわれ、いずれも原案のとおり承認
可決されました。
　令和4年度事業計画については、部員増強等を図り組織強化を行いなが
ら新型コロナの感染状況に留意しつつ、夏越祭花火大会の開催など地域
に根差した活動計画が議決承認されました。

　第1回理事会を4月19日(火)に開催いたしました。
　毎年、第1回の理事会は、5月に開催される通常総代会へ提出する
議事について会長を議長として副会長及び29名の理事で協議し、
承認された議事は総代会へ送られました。
　承認された議案　①令和3年度事業報告書・収支決算書
　　　　　　　　　②令和4年度事業計画書（案）・収支予算書（案）
　　　　　　　　　③交付金の変更に伴う予算変更承認の件
　　　　　　　　　④役員の選任について

東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書
東かがわ市商工会

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「大きく悪化」、サービス
業は「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、
小売業は「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

令和4年度　第1回（R4年4月～6月）

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「大きく悪化」、サービス
業は「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、
小売業は「悪化」、サービス業は「やや悪化」を予測している。

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「大きく悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「大きく
悪化」、サービス業は「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「大きく
悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は
「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は
「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

項　目　＼　業　種
業　　況

売上額（完成工事額）
採　　算
資金繰り
業　　況

売上額（完成工事額）
採　　算
資金繰り

△26
△18
△34
△24
△26
△24
△34
△16

△45
△44
△33
△22
△22
△28
△17
△28

△24
△24
△35
△24
△12
△ 6
△12
△12

△29
△14
△43
△29
△29
△29
△43
△29

今
期
の
実
績

来
期
の
見
通
し

製　造　業 建　設　業 小　売　業 サービス業

　この調査は、東かがわ市商工会地区内の経済動向等について、四半期ごとに変化の実態等諸事情を的確に収
集・提供して、経営改善普及事業を効果的に実施するために行っているものです。
　DIとは、各調査項目について≪増加・上昇・好転≫の割合から ≪減少・低下・悪化≫の割合を差し引いた値で 
≪景気動向指数≫ を表しています。
※記号とDI値の関係は次のとおり

調査対象地区：東かがわ市商工会地区
対象企業数：100社（製造業50社、建設業10社、小売業20社、サービス業20社）

東かがわ市商工会地区の業種毎の主要項目のあらまし

業　　　　　況

売上額（完成工事額）

採　　　　　算

資　金　繰　り

快晴 晴 薄曇 曇 雨
30.1～ 10.1～30.0 10.0～△10.0 △10.1～△30.0 △30.1～

子供車・電動自転車フェア開催中
屋根工事、トタン工事 お任せください。

どんな雨もりにも対応します。

引田　TEL 0879-33-5375引田　TEL 0879-33-5375
㈱新崎フォーム㈱新崎フォーム

商工会女性部便り

商工会青年部便り
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　　　　　　　　　②令和4年度事業計画書（案）・収支予算書（案）
　　　　　　　　　③交付金の変更に伴う予算変更承認の件
　　　　　　　　　④役員の選任について

東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書
東かがわ市商工会

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「大きく悪化」、サービス
業は「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、
小売業は「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

令和4年度　第1回（R4年4月～6月）

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「大きく悪化」、サービス
業は「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、
小売業は「悪化」、サービス業は「やや悪化」を予測している。

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「大きく悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「大きく
悪化」、サービス業は「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「大きく
悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

今期の業況は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は
「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は
「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

項　目　＼　業　種
業　　況

売上額（完成工事額）
採　　算
資金繰り
業　　況

売上額（完成工事額）
採　　算
資金繰り

△26
△18
△34
△24
△26
△24
△34
△16

△45
△44
△33
△22
△22
△28
△17
△28

△24
△24
△35
△24
△12
△ 6
△12
△12

△29
△14
△43
△29
△29
△29
△43
△29

今
期
の
実
績

来
期
の
見
通
し

製　造　業 建　設　業 小　売　業 サービス業

　この調査は、東かがわ市商工会地区内の経済動向等について、四半期ごとに変化の実態等諸事情を的確に収
集・提供して、経営改善普及事業を効果的に実施するために行っているものです。
　DIとは、各調査項目について≪増加・上昇・好転≫の割合から ≪減少・低下・悪化≫の割合を差し引いた値で 
≪景気動向指数≫ を表しています。
※記号とDI値の関係は次のとおり

調査対象地区：東かがわ市商工会地区
対象企業数：100社（製造業50社、建設業10社、小売業20社、サービス業20社）

東かがわ市商工会地区の業種毎の主要項目のあらまし

業　　　　　況

売上額（完成工事額）

採　　　　　算

資　金　繰　り

快晴 晴 薄曇 曇 雨
30.1～ 10.1～30.0 10.0～△10.0 △10.1～△30.0 △30.1～

子供車・電動自転車フェア開催中
屋根工事、トタン工事 お任せください。

どんな雨もりにも対応します。

引田　TEL 0879-33-5375引田　TEL 0879-33-5375
㈱新崎フォーム㈱新崎フォーム

商工会女性部便り

商工会青年部便り

7
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TEL

090-5270-6677090-5270-6677電話番号が
変わりました

冷え症、便秘、肩こり、腰痛、生理痛
産後の引き締め、不妊症、むくみ
不眠症、ダイエット、デトックス

免疫力を上げる！

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

　東かがわ市商工会では、日本政策金融公庫と連携し事業所の資金繰り支援として融資相談会「一日
公庫」を開催します。皆様のご参加をお待ちしております。

日時 令和4年7月19日（水） 10：00～16：00

申込

備考

参加ご希望の方はお早目に東かがわ市商工会（TEL25-3200）までご連絡ください。
面談時間等を調整しお知らせいたします。
◎即、融資を申し込みたい場合は、事前に申込書をお渡ししますので、申込と同時に
　相談日の7日前までに次の書類も提出してください。
　●2年分（2期分）の確定申告書及び決算書（法人は、科目明細書も提出）
　　※決算から6カ月以上経過している場合は、最近時の試算表も必要
　●電子申告を行っている場合は、「メール送信」の控えなど受信したことがわかる書類
　●設備資金でのお申込みの場合は、見積書
　　※その他の書類については、申込をいただいた時に詳細を説明します。

会場 東かがわ市商工会（東かがわ市湊1810-1）

りりあん

耳つぼダイエット＆よもぎ蒸し耳つぼダイエット＆よもぎ蒸し

りりあんりりあん

夏の
キャンペーン中

日本政策金融公庫・国民生活事業 「一日公庫」開催のお知らせ

　「事業継続力強化計画」認定制度とは、中小企業が行う、防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣
が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策が活用いただけます。

「事業継続力強化計画」認定制度のご案内

【認定を受けた企業に対する支援策等】

【計画の認定に記載が必要な事項】

●申　請・・・・・計画策定後、四国経済産業局に申請書及び必要書類を提出。
●認　定・・・・・申請後、認定まで約45日かかります。
●計画の開始・認定された場合、認定通知書が交付されます。交付後に計画の実施
　　　　　 ※認定を受ける前に設備の取得及び事業の用に供した場合は、税制優遇が受けられません。
　事業継続計画（BCP）策定前の準備段階として本計画を策定することをお勧めします。
　東かがわ市商工会では、計画の策定に関する支援を行っています。詳しいことは商工会（TEL：25-3200）まで
お問い合わせください。

計画に従って取得した防災・減災設備等について、取得価額の20％の特別償却が可
※認定後に事業継続力強化設備を追加する場合は、変更申請が必要

①ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定
②発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認、避難の実施方法等）策定
③ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策
④計画の推進体制、訓練の実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組

信用保証枠の拡大、日本政策金融公庫による低金利融資等
計画認定を受けた事業者は、一部の補助金（ものづくり補助金等）の審査の加点対象
認定企業は、中小企業庁ＨＰへ公表＆認定ロゴマークを使用できます。
（会社案内や名刺に使用でき、取引先企業などからの信用力が向上します）

①税制優遇

④ロゴマーク
　使用等

②金融支援
③予算支援


